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令和 4 年度 医療・介護連携推進協議会および市町村担当者会議開催 

令和４年５月 24 日（木）白河市立図書館 中会議室において、「令和４年度 医療・介護連携推進協議会および市町村担当者会議」

が開催されました。 

当日は市町村担当者・各部会担当者 計 22 名の方々にご参加いただきました。杉原副センター長の司会進行の下、冒頭、関センタ

ー長より挨拶がありました。 

その後、杉原副センター長より令和３年度 事業報告、続いて令和４年度の活動計画について発表がありました。 

休憩を挟んだ後に、事前にグループ分けをしていた 5 つのグループに分かれて、次年度事業内容について検討していただき、各グ

ループの代表の方に発表していただきました。（下記一部掲載） 

《普及啓発》 

・あったかサロン等、出前講座に参加される方は高齢者が中心。働く年代の方などもターゲ

ットに取り入れてみてはどうか。 

・出前講座を利用されていない自治体向けに、講座の内容をダイジェスト（30 秒～120 秒ぐ

らいの動画）があれば良いのではないか。 

《情報関係》 

・ガイドブックや資料の文字を大きくして欲しい。 

《連携研修》 

・コロナ禍で起きた困難事例の情報共有として、講義を行えないか。 

・MCS を行政でも取り入れることを検討。基本操作に加え、具体的な研修を開催できない

か。 

《在宅医療について》 

・ヘルパーの高齢化。若手ヘルパーがなかなか入ってこないため、入職・育成の支援を。 

・看取りの際、医師も 24 時間対応は難しい。担当医師が不在の際に代わって看取りをしてく

れる体制づくり。 

・看取った側の声を伝えてはどうか。方法として、①看取った方へのアンケート（CM や事業

所・医療機関とどのように連携して良かったか。②入院中の過ごし方と在宅での関わり方。 



 

 

  

 

開催日時 場　　所 内　　容 講　　師

5/9（月） あったかセンター　　 介護老人保健施設 ひもろぎの園　

10：00～11：00 新白河ライフパーク 施設長　風岡 都　先生　

5/10（火） 笑いヨガティーチャー

10：00～11：00 大沼 敏江　先生　

5/10（火） 「振り込め詐欺の

13：30～14：30 　　　　　防止について」

5/11（水） あったかセンター 介護老人保健施設 ひもろぎの園　

10：00～11：00 サロンデ上願 施設長　風岡 都　先生　

5/12（木） 「エンディングノートの 白河地域在宅医療拠点センター

10：00～11：00 　　　　　　　　書き方」 副センター長　杉原 常夫　先生　

5/13（金） あったかセンター 「食事で見直す 福島県栄養士会

13：30～14：30 むかいでら 心と体の健康づくり」 三森 美智子　先生　

5/17（火） 「介護保険はどんな 白河地域在宅医療拠点センター

10：00～11：00 サービスが受けられるの？」 副センター長　杉原 常夫　先生　

5/17（火） レクリエーションインストラクター

13：30～14：30 菊地 幸　先生　

5/18（水） レクリエーションインストラクター

10：00～11：00 菊地 幸　先生　

5/19（木） 歌手・ボイストレーナー

10：30～11：30 東 汐璃　先生　

5/25（水） 　　　　関医院

10：00～11：00 院長　関 元行　先生　

5/26（木） 白河在宅支援診療所

10：00～11：30 院長　穂積 彰一　先生　
あったかセンターひだまり 「家にいても受けられる医療」

菅辻集落農事集会所 「元気に生きる！」

白河警察署　生活安全課

あったかサロン童里夢

あったかセンターみさか

「歌体操」

「腹式呼吸による健康管理」

「みんなのリハビリ体操」

「笑いの健康教室」

「みんなのリハビリ体操」

「歌体操」

にこにこサロン堂山

あったかセンター久田野

いきいきサロン板倉

いきいきサロン深仁井田

なかよしサロン北真舟

 

開催日時 場　　所 内　　容 講　　師

6/1（水） あったかセンター 笑いヨガティーチャー

10：00～11：00 サロンデ上願 大沼 敏江　先生　

6/6（月） あったかセンター　　 笑いヨガティーチャー

10：00～11：00 新白河ライフパーク 白幡 文子　先生　

6/8（水） 介護老人保健施設 ひもろぎの園　

10：00～11：00 施設長　風岡 都　先生　

6/9（木） レクリエーションインストラクター

10：00～11：00 菊地 幸　先生　

6/10（金） あったかセンター 「認知症と 介護老人保健施設 ひもろぎの園　

13：30～14：30 むかいでら 　　　その予防について」 作業療法士　石井 利幸　先生　

（福島県認知症介護指導者）

6/13（月） あったかセンター レクリエーションインストラクター

10：00～11：30 ひだまり 菊地 幸　先生　

6/14（火） 「腰痛・膝の痛み・足の 公益財団法人　会田病院

10：00～11：00 痛みのエクササイズ」 リハビリテーション科　

6/17（金） さくらサロン 「高齢者と薬 白河地域在宅医療拠点センター

10：00～11：00 ふれあいの郷 薬の疑問にお答えします」 副センター長　杉原 常夫　先生　

6/21（火） レクリエーションインストラクター

10：00～11：00 菊地 幸　先生　

6/22（水） レクリエーションインストラクター

10：00～11：00 菊地 幸　先生　

6/24（金） 白河在宅支援診療所

10：00～11：00 院長　穂積 彰一　先生　

6/28（火） レクリエーションインストラクター

10：00～11：00 菊地 幸　先生　

「歌体操」

にこにこサロン堂山

いきいきサロンきずな

「歌体操」

「笑いの健康教室」

「笑いの健康教室」

ほのぼのサロンビャッコイ 「みんなのリハビリ体操」

のんびりサロン女石 「歌体操」

あったかセンター板橋 「歌体操」

菅辻集落農事集会所 「歌体操」

いきいきサロン緑ヶ丘 「家にいても受けられる医療」

5/19 あったかセンターみさかでの様子。 

5/26 あったかセンターひだまりでの様子。 

5/17 なかよしサロン北真舟での様子。 

6/1 あったかセンターサロンデ上願の様子。 

6/8 ほのぼのサロンビャッコイの様子。 

6/14 にこにこサロン堂山の様子。 

 

 

５月・６月 出前講座開催報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）ホームページ閲覧時のユーザー名：ishikai パスワード：xxx18 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の定期総会は、出席会員数が総会員数の過半数に達したため、規約第 10 条に基づき総会は成立し、規約第 12 条に基づき、

議長に小野崎由紀子を選出し開会となりました。 

第１号議案 令和 3 年度活動報告、第 2 号議案 令和 4 年度活動計画（案）について、過半数の賛同を得て原案通り承認されました。

続いて、第 3 号議案 役員補選について、副会長 木田愛子氏（JA 夢みなみ福祉センターしらかわ訪問介護事業所）の退職に伴い、

新副会長に芳賀慎也氏（サンスマイル訪問介護事業所）新庶務に飛知和純子氏（JA 夢みなみ福祉センターしらかわ訪問介護事業

所）を選出。過半数の賛同を得て承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

総会終了後、レクリエーションインストラクター 菊地 幸先生を講師にお招きし、日頃の疲れをほぐしていただくため「歌って・笑

って・動かして」と題して音楽レクリエーションを行いました。昔懐かし童謡や歌謡曲を使い、リズム体操・免疫力アップ体操・口

腔体操等を行い、体を動かしました。手足の動きに迷う場面も見られましたが、菊地先生の明るく元気な掛け声に、たくさんの笑い

が生まれ、皆さん楽しく実践されていた様子でした。 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年度 西白河地区訪問介護職員協議会総会および研修会開催 

■■「地域医療体験研修」参加報告■■ 

 

 

■■在宅医療症例検討会開催報告■■ 

令和 4 年６月 16 日（木）2 年ぶりとなる症例検討会が開催され

ました。当日は、在宅医療に携わっている医師 5 名の方々にお集

まりいただきました。会議の中では、白河在宅支援診療所 院長の

穂積先生より、直近で担当された特殊な症例について報告があり

ました。 

最近 

 

開催日時：令和 4 年５月 20 日（金）18：30～20：00 

場  所：白河市立図書館 中会議室 1・2       参加者：２４名 

 

 

日   時：令和４年 6 月 6 日（月） 

場   所：白河地域在宅医療拠点センター 

参加者：東北医科薬科大学 医学部生 5 名 

福島県では、地域医療への理解を深めていただくため、医学生

を対象とした研修を実施しています。 

今年度も「在宅医療」のテーマにおいて、「白河地域在宅医療

拠点センターの役割」を当地域の在宅医療、課題等を含めセン

ター職員が説明を行いました。 

 

日   時：令和４年 5 月 30 日（月）・31 日（火） 

場   所：白河地域在宅医療拠点センター 

参加者：白河厚生総合病院 研修医 １名 

ポスターが完成しました 

「白河地域在宅医療・福祉連

携図」が名称・デザインを一

新し、「西白河地域 在宅医

療・介護事業所」として発行

されました。各事業所へ順次

お届けしておりますので、お

手元に届くまでしばらくお待

ちください。 

 白河地域在宅医療拠点センター　　TEL：0248-21-8923　　FAX：0248-21-9267

西白河地域 在宅医療・介護事業所

さ

在宅療養支援診療所登録機関

訪問看護ステーション

地域包括支援センター

居宅介護支援事業所病 院

訪問介護事業所

訪問入浴介護

通所介護

短期入所生活介護

通所リハビリ

訪問リハビリ

短期入所療養介護

地域密着型通所介護

福祉用具

認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設

介護老人福祉施設

サービス付き高齢者住宅

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

特定施設 介護付き有料老人ホーム

令和４年7月１日現在

民間救急警備（株）

白河営業所
白河市昭和町14-3 23-4199

丸光ケアサービス白河支店 西郷村柏野字鞍石15-1 48-1703

泉崎村社会福祉協議会訪問

入浴サービス事業所
泉崎村泉崎字山ケ入101 54-1622

介護老人保健施設

特別養護老人ホームさつきの郷 泉崎村泉崎字笹立山7-1 21-8083

介護付き有料老人ホーム

せせらぎ会津町
白河市会津町83-1 21-7770

名　　称 所在地 電話番号

白河厚生総合病院　　　 白河市豊地上弥次郎2-1 22-2211

白河病院　 白河市六反山10-1 23-2700

会田病院 矢吹町本町216 42-2121

西白河病院 矢吹町井戸尻445 42-3711

福島県立矢吹病院 矢吹町滝八幡100 42-3111

くにい増見クリニック 白河市大信増見字下ノ田45 46-2258

白河在宅支援診療所 白河市泉田池ノ上83-1 22-5101

JA福島厚生連農村健診センター

在宅療養支援診療所

鈴木ホームクリニック 白河市南真舟6-2 31-8181

緑が丘さくら診療所 白河市東深仁井田字道山6-10 35-1555

きたむら整形外科 矢吹町八幡町261-1 42-5533

かねこクリニック 西郷村字道南東11 24-3111

ニューロクリニック 西郷村字下前田東5-1 24-4111

白河市豊地上弥次郎2-1 27-3432

あかね福祉 白河営業所 白河市天神町49 31-2551

いーらいふ白河店 白河市大森ノ内36-4 21-8930

オーセント株式外会社
白河市新白河1-39

思太田サンプラザ102
29-8617

ひまわりショップ 白河市池下向山1-3 27-5550

緑川産業 白河メディカル 白河市明戸15-3 22-3300

サポート事業所 矢吹町八幡町27 41-2355

アイミーサービス 西郷村石塚北97 31-2560

同仁社ヘルスケア営業

白河営業所

西郷村屋敷裏東16

誠和オフィスビル1F
21-5121

介護老人保健施設ほのぼの 矢吹町井戸尻445-6 41-1411

介護老人保健施設泉崎南東北リハビ

リテーション・ケアセンター
泉崎村泉崎字山ヶ入56 53-2415

介護老人保健施設プロヴィデンス 矢吹町文京町226 44-4111

介護老人保健施設ニコニコリハビリ 西郷村下前田東4 24-2525

介護老人保健施設ひもろぎの園 白河市関辺川前88 31-8888

グリーンシャトー遊歩 白河市白坂三輪台20-1 21-9130

特別養護老人ホーム小峰苑 白河市新夏梨1-2 31-2222

ショートステイしらかわの里 白河市萱根金ヶ入10-1 29-8738

特別養護老人ホーム寿光園 矢吹町滝八幡159-2 44-4220

特別養護老人ホームひかりの里 中島村滑津宿裏10-1 21-5988

特別養護老人ホーム

エルピスやぶき
矢吹町一本木140-1 21-5552

特別養護老人ホーム

ケアハウス泉崎
泉崎村太田川字金山34 53-3450

特別養護老人ホーム　表郷

「聖・オリーブの郷」

白河市表郷堀之内

字堀ノ内1-1
33-1111

特別養護老人ホーム　大信

「聖・虹の郷」

白河市大信増見

字八幡山55-3
54-5550

介護付き有料老人ホーム

せせらぎ会津町
白河市会津町83-1 21-7770

複合型サービス 東のこみち 白河市東深仁井田字道山6-10 34-1777

名　　称 所在地 電話番号

介護老人保健施設　泉崎南東北リハ

ビリテーション・ケアセンター
泉崎村泉崎字山ヶ入56 53-2415

介護老人保健施設

ほのぼの
矢吹町井戸尻445-6 41-1411

介護老人保健施設

ニコニコリハビリ
西郷村下前田東4 24-2525

介護老人保健施設

陽護すずらん
白河市郭内11 24-1111

介護老人保健施設

プロヴィデンス
矢吹町文京町226 44-4111

介護老人保健施設

ひもろぎの園
白河市関辺川前88 31-8888

介護老人保健施設ニコニコリハビリ 西郷村下前田東4 24-2525

ひもろぎ訪問リハビリテーション 白河市関辺川前88 31-8888

介護老人保健施設泉崎南東北リハビ

リテーション・ケアセンター
泉崎村泉崎字山ヶ入56 53-2415

特別養護老人ホーム 小峰苑 白河市新夏梨1-2 31-2222

特別養護老人ホーム しらかわの里 白河市萱根金ヶ入10-1 23-4613

特別養護老人ホーム 寿光園 矢吹町滝八幡159-2 44-4220

福島県さつき荘 西郷村真船字芝原341-6 25-3102

福島県やまぶき荘 西郷村小田倉字上野原452-1 25-2106

特別養護老人ホーム

ひかりの里
中島村滑津字宿裏10-1 21-5988

特別養護老人ホーム

エルピスやぶき
矢吹町一本木140-1 21-5552

特別養護老人ホーム

ケアハウス泉崎
泉崎村太田川字金山34 53-3450

特別養護老人ホーム 表郷

「聖・オリーブの郷」

白河市表郷堀之内

字堀ノ内1-1
33-1111

特別養護老人ホーム 大信

「聖・虹の郷」
白河市大信増見字八幡山55-3 54-5550

ニコニコケアホーム 白河市鶴巻山40 21-0025

星の郷みらい 西郷村米字中山前157 21-8257

しらかわ訪問看護ステーション 白河市豊地上弥次郎2-1 22-2270

らふえる訪問看護ステーション白河 白河市結城63 21-9681

あさひ会訪問看護ステーション　 矢吹町文京町 226    42-5666

すみれ訪問看護ステーション 矢吹町本町 198 44-2566

ニコニコ訪問看護ステーション 西郷村下前田東5-1 31-2626

泉崎南東北訪問看護ステーション 泉崎村泉崎字山ケ入101 53-3533

訪問看護ステーションあやめ

白河

白河市金勝寺東172-11

ゴールドハイツ102号
21-2170

白河市地域包括支援センター 白河市明戸56-12 21-0332

白河市西部地域包括支援センター 白河市新白河2丁目212 21-6032

白河市東部地域包括支援センター 白河市関辺川前88 31-8889

白河市地域包括支援センター

大信サブセンター
白河市大信増見字八幡山55 21-9565

矢吹町地域包括支援センター 矢吹町一本木100-1 44-5233

西郷村地域包括支援センター 西郷村小田倉字上川向76-1 25-5121

泉崎村地域包括支援センター 泉崎村泉崎字山ケ入101 54-1777

中島村地域包括支援センター 中島村滑津字二ツ山65-3 51-1773

いこいの里ヘルパーステーション 白河市外薄葉17-4 21-1770

ケアステーション孫の手白河 白河市中山南5-97 22-1234

訪問介護事業所こころ 白河市田島薊田 13-3 21-7918

サクラケアラー しらかわ 白河市飯沢山51-4 21-0077

白河市古高山3-21

コンフォルト101

訪問介護　城南 白河市道場小路 91-8 22-3541

天神町ヘルパーステーション 白河市勘定町 22 27-4030

ひまわり介護サービス      白河市円明寺23-1 31-1313

ひもろぎケアサービス 白河市関辺川前88 31-8844

ワンランドケア白河 白河市昭和町273-1 23-0028

サンスマイル訪問介護事業所 矢吹町田町86-3 21-5871

あったかヘルパーステーション 西郷村字下前田西50 23-1010

丸光ケアサービス白河支店 西郷村柏野字鞍石15-1 48-1703

ライフサポート青い鳥        西郷村小田倉字上野原480-1 21-8835

ワンランドケア西郷 西郷村小田倉字大平1-181 48-0677

白河ユニケア・チームウィズ 24-4812

白河市社会福祉協議会ホーム

ヘルプサービス事業所
白河市北中川原 313 22-1159

JA夢みなみ福祉センター

しらかわ訪問介護事業所
白河市弥次郎窪 29-1 27-3443

けあビジョンホーム白河田島

訪問介護事業所
白河市田島82 39-1110

ニチイケアセンター矢吹
矢吹町大池431-1

メゾン大池Ⅰ棟1階B号室
21-6917

矢吹町社会福祉協議会指定

訪問介護事業所
矢吹町一本木100-1 44-5825

SOMPOケア白河
白河市会津町 38-2

ハイツイーグル101号
31-2311

ひよりホームヘルパーステー

ション

白河市新白河1丁目104

丸昌第2ビル2F
21-5707

中島村社会福祉協議会指定訪問

介護事業所
中島村滑津字二ツ山65-3 52-3400

西郷村社会福祉協議会指定訪問

介護事業所
西郷村小田倉字上川向76-1 48-0190

泉崎村社会福祉協議会ホーム

ヘルプサービス事業所
泉崎村泉崎字山ケ入101 54-1622

名　　称 所在地 電話番号

居宅介護支援事業所 いこいの里 白河市外薄葉17-4 21-1770

居宅介護支援事業所 小峰苑 白河市新夏梨 1-2 31-2288

さくらさくら介護支援センター 白河市北登リ町30-27 21-8178

島ケアサポートセンター　 白河市馬町 8-1 29-8982

居宅介護支援事業所　城南　 白河市道場小路91-8 22-3541

居宅支援　だいふく 白河市五郎窪 31 21-9200 

天神町介護保険センター 白河市勘定町 22 31-2520

居宅介護支援事業所ハートフル 白河市豊地大谷地 76 27-4330

居宅介護支援事業所 ひもろぎ 白河市関辺引目橋 33 21-6808

居宅介護支援事業所 緑希望 白河市明戸 15-3  21-8099

あさひ会居宅介護支援事業所 矢吹町文京町 226 41-2234

居宅介護支援事業所きたむら 矢吹町八幡町 256-1 42-5535

居宅介護支援事業所サポート 矢吹町八幡町 27 21-6100 

サンスマイル居宅介護支援事業所 矢吹町田町 86-3 21-5871

寿光園居宅介護支援事業所 矢吹町滝八幡 159-2 44-3220

すみれ介護相談センター 矢吹町本町 198 42-3755

ニコニコ居宅介護支援事業所 西郷村字下前田東 5-1 21-2850

はるかぜ居宅介護支援事業所 西郷村熊倉字道場久保51-10 25-6001

丸光居宅介護支援事業所 西郷村柏野字鞍石 15-1 48-0703

居宅介護支援事業所ひかりの里 中島村滑津字宿裏10-1 21-5972

白河厚生総合病院

居宅介護支援事業所
白河市豊地上弥次郎2-1 22-2281

白河市社会福祉協議会居宅

介護支援事業所
白河市北中川原 313 22-1159

表郷「聖・オリーブの郷」

居宅介護支援センター

白河市表郷堀之内

字堀ノ内1-1
33-1500 

白河市社会福祉協議会

東居宅介護支援事業所

白河市東上野出島 字千草場

153-3
34-3800 

白河ユニケア・チームレッツ
白河市古高山3-21

コンフォルト101
24-4812 

白河市社会福祉協議会

表郷居宅介護支援事業所

白河市表郷堀之内

字堀ノ内1-5
32-3503

白河市社会福祉協議会

大信居宅介護支援事業所
白河市大信増見字八幡山55 46-3801

ひもろぎの園居宅介護支援事業所 白河市関辺川前 88 31-8877

ひより居宅介護支援事業所
白河市新白河1丁目104

丸昌第二ビル2F
21-5755

JA夢みなみ福祉センター

しらかわ居宅介護支援事業所
白河市弥次郎窪29-1 27-4334

ひまわり茶屋居宅介護支援事業所 白河市北堀切 109 27-3866

泉崎村社会福祉協議会指定居宅

介護支援事業所
泉崎村泉崎字山ヶ入101 54-1777

泉崎南東北居宅介護支援事業所 泉崎村泉崎字山ヶ入101 54-1888 

西郷村社会福祉協議会指定居宅

介護支援事業所
西郷村小田倉字上川向76-1 48-0180

ワンランド西郷居宅介護支援

事業所
西郷村小田倉字大平1-181 48-0688

中島村社会福祉協議会居宅介

護支援事業所
中島村滑津字二ツ山65-3 51-1773

いこいの広場デイサービス 白河市外薄葉17-1 21-7533

げんき家デイサービスセンター 白河市北登リ町30-27 21-9678

茶話本舗デイサービス南湖絆亭 白河市白坂石阿弥陀10-3 29-8860

デイサービス城南 白河市道場小路91-8 22-3541

スナグルホームこづえ 白河市昭和町60-5 21-9913

デイサービスさくら 白河市鍛治町66-2 21-6658

デイサービス サンクス 白河市田島薊田13-3 21-7918

せいふうケア リハビリ・ホー

ム新白河
白河市新白河1丁目34-2 22-8863

だんらんの家白河 白河市栄町25-5 21-7905

デイサービス　パル・雨やどり 白河市表郷金山字藤川原26-4 21-9277

デイサービス リハビリいっぽ 白河市旭町1丁目244-1 21-7673

天神町デイサービスセンター 白河市勘定町22 31-2540

リハビリdayココロの家 白河 白河市郭内12 21-5730

デイサービス ひだまり 泉崎村踏瀬字町尻10-1 21-7720

デイサービスセンター

八福神　壱番館
白河市久田野字田中39-4 21-5705

デイサービスセンター

ひとつ屋根の下
白河市立石169-2 23-5770

デイサービスセンター

せせらぎ通り
白河市巡り矢5-1 24-1122

デイサービスひいらぎ
白河市北真舟25-2

パークシティビル104ビル1F
21-7571

デイケアきたむら 矢吹町八幡町256-1 42-5534

泉崎南東北リハビリテーション・ケ

アセンター
泉崎村泉崎字山ケ入56 53-2415

31-8888白河市関辺川前88介護老人保健施設ひもろぎの園

介護老人保健施設プロヴィデンス 矢吹町文京町226 44-4111

介護老人保健施設ニコニコリハビリ 西郷村下前田東4 24-2525

会田通所リハビリテーション 矢吹町本町260 42-2260

名　　称 所在地 電話番号

白河市中央デイサービスセンター 白河市北中川原313 22-1159

白河市表郷デイサービスセンター 白河市表郷堀之内字堀ノ内1-5 32-3503

白河市大信デイサービスセンター 白河市大信増見字八幡山55 46-3641

白河市東デイサービスセンター 白河市東上野出島字千草場153-3 34-1082

デイサービスセンター小峰苑 白河市新夏梨1-2 31-2223

デイサービス パル・夢百合草 白河市北中川原147 21-8683

デイサービス東のいずみ 白河市東深仁井田字道山6-10 35-1333

デイサービスセンターひまわり 白河市円明寺24-1 21-8100

ツクイ白河 白河市中田187 21-1901

緑フィットネス希望 白河市明戸15-3 21-8090

デイサービスセンター寿光園 矢吹町滝八幡159-2 44-4220

緑フィットネス希望 矢吹店 矢吹町本町323 21-8690

デイサービスひかりの里 中島村滑津宿裏10-1 21-5988

デイサービスセンター　表郷

「聖・オリーブの郷」

白河市表郷堀之内

字堀ノ内1-1
33-1111

デイサービスセンター

グリーンシャトー遊歩
白河市白坂三輪台20-1 21-9130

矢吹町社会福祉協議会指定

通所介護事業所
矢吹町一本木100-1 44-5210

デイサービスセンター八福神

弐番館
西郷村屋敷裏西26 21-6535

JA夢みなみデイサービスセン

ターかしま
白河市大鹿島前25-4 21-6191

デイサービスセンター

ひまわり茶屋
白河市金勝寺1-3 21-2388

ケアハウス泉崎デイサービス

センター
泉崎村太田川字金山34 53-3450

中島村社会福祉協議会指定

通所介護事業所
中島村滑津二ツ山65-3 52-3400

デイサービスセンター

「ふれあいの家」
西郷村小田倉字上川向76-1 25-5161

デイサービスセンター

「やすらぎの家」
西郷村鶴生字由井ヶ原176 25-5338

けあビジョンホーム白河田島 白河市田島82 39-1110

けあビジョンホーム白河文殊山 白河市文殊山19-8 21-2211

グループホーム南湖 白河市関辺引目橋33 24-7776

グループホーム 東の広場 白河市東釜子字枇杷山66-5 35-1666

グループホーム ひもろぎの園 白河市関辺川前88 31-0888

ニコニコグループホーム 白河市鶴巻山40 21-0025

さかえハートホーム矢吹 矢吹町小松222 21-9556

グループホームあゆりの里 矢吹町井戸尻496-1 29-8512

グループホーム ほうすい 矢吹町北町85 44-5656

グループホーム みらい 矢吹町八幡町827 42-2950

グループホーム ひよりの里 西郷村小田倉字大平103-7 25-6688

星の郷みらい グループホーム 西郷村米字中山前157 21-8438

サンスマイル矢吹 矢吹町田町86-3 21-5871

シニアホーム おおまち 矢吹町大町227-2 21-6163

シニアホーム こもれび 西郷村小田倉字小田倉原35-7 21-9500

シニアホーム みさか 白河市西三坂18-53 21-6620

サービス付き高齢者向け住宅

ラポール楽翁館
白河市久田野田中39-4 22-0122

サービス付き高齢者住宅

ハウスいこい
白河市外薄葉17-1 21-7533

サービス付き高齢者向け住宅

城南
白河市道場小路91-8 22-3541

サービス付き高齢者向け住宅

ご隠居長屋 和楽久しらかわ
白河市円明寺24-1 27-1217

サービス付き高齢者向け住宅

ラポール那須望館
西郷村屋敷裏西26 22-0661

いこいの里デイサービス 白河市外薄葉17-4 21-1770

グループホーム ひもろぎの園 白河市関辺川前88 31-0888

デイサービスひだまり白河 白河市栄町30-2 21-9450

星の郷みらい 西郷村米字中山前157 21-8257

グループホーム あゆりの里 矢吹町井戸尻496-1 29-8512

定期巡回・随時対応型訪問介

護事業所おおまち
矢吹町大町227-2 21-6163

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所みさか
白河市みさか2丁目48-35 21-5635

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所たんぽぽ

西郷村小田倉字小田倉原

35－7
29-8187


